【 倉吉市 】

施設名

施設住所

施設電話番号

認定日

取組内容

ガスト倉吉店

倉吉市伊木248-4

0858-48-1048

平成 16年03⽉23日 メニューの栄養成分表示

倉吉市役所食堂

倉吉市葵町722

0858-22-8111

平成 16年06⽉28日 メニューの栄養成分表示

次郎⻑

倉吉市上井町２丁目9-6

0858-26-2408

平成 19年04⽉12日 メニューの栄養成分表示

寿し善

倉吉市大正町1079-8

0858-22-5716

平成 19年04⽉12日 メニューの栄養成分表示

小舟

倉吉市上井町１丁目10-1

0858-26-2985

平成 19年04⽉12日 メニューの栄養成分表示

万よし

倉吉市仲ノ町766

0858-22-2778

平成 19年04⽉12日 メニューの栄養成分表示

味佳

倉吉市上井町１丁目

0858-26-2628

平成 19年04⽉12日 メニューの栄養成分表示

コーヒーハウス ピッコロ

倉吉市河原町1174-2

0858-22-3369

平成 20年10⽉22日

お昼ごはん 味彩

倉吉市小田458
伯耆しあわせの郷 ２階

0858-26-8182

喫茶オリーブ

倉吉市福庭町1-278

0858-26-7671

平成 22年01⽉26日 ナイスバランス︕メニューの提供

気まぐれ屋

倉吉市駄経寺町198-2

0858-24-0080

平成 22年01⽉27日 控えめメニューの提供

ティーラウンジダイアナ

倉吉市米田町801

0858-22-1234

平成 22年02⽉08日 ナイスバランス︕メニューの提供

ティーラウンジマドンナ

倉吉市上井358-5

食事・喫茶 わらべ

倉吉市秋喜184-3

倉吉市役所内

ナイスバランス︕メニューの提供
メニューの栄養成分表示
控えめメニューの提供
平成 21年02⽉20日
ナイスバランス︕メニューの提供

平成 22年03⽉08日
0858-28-3891

控えめメニューの提供
ナイスバランス︕メニューの提供

平成 22年03⽉08日 ナイスバランス︕メニューの提供

ミロンガ

倉吉市上井360-1

0858-26-5868

平成 22年03⽉17日 ナイスバランス︕メニューの提供

⽢味処「⻲の尾」

倉吉市堺町3-100

0858-23-5161

平成 24年01⽉23日 メニューの栄養成分表示

ホットペッカー倉吉店

倉吉市東巌城町213-1

0858-22-8595

平成 24年02⽉13日 メニューの栄養成分表示

軽食と喫茶の家 凧⼯房

倉吉市東仲町2586

0858-23-3453

平成 24年03⽉23日 メニューの栄養成分表示

焼肉 幸楽

倉吉市八屋226-6

0858-26-3369

平成 24年04⽉25日 メニューの栄養成分表示

ほっかほっか亭 うわなだ店

倉吉市新陽町10-2

0858-22-0600

平成 24年11⽉29日 メニューの栄養成分表示

ほっかほっか亭 昭和町店

倉吉市昭和町2-150

0858-23-6633

平成 24年11⽉29日 メニューの栄養成分表示

ほっかほっか亭 上井南店

倉吉市山根640-1

0858-26-8238

平成 24年11⽉29日 メニューの栄養成分表示

【 三朝町 】

施設名

施設住所

施設電話番号

認定日

取組内容

田舎茶屋 縁満

東伯郡三朝町大柿591-1

0858-43-1837

平成 21年03⽉18日 メニューの栄養成分表示 その他

三朝薬師の湯 万翠楼

東伯郡三朝町山田5番地

0858-43-0511

平成 21年07⽉27日 メニューの栄養成分表示

三朝温泉 後楽

東伯郡三朝町三朝972番地1

0858-43-0711

平成 22年06⽉15日 ナイスバランス︕メニューの提供

0858-43-0050

控えめメニューの提供
平成 22年06⽉15日
ナイスバランス︕メニューの提供

ちくま旅館

東伯郡三朝町山田121-1

ホームページアドレス

http://www.tsurunohashi.com/shop.html

ホームページアドレス
http://www.ja-tottorichuou.or.jp/restaurant/
http://www.mansuirou.co.jp/
http://www.misasa-kouraku.co.jp/

【 湯梨浜町 】

施設名

施設住所

施設電話番号

認定日

取組内容

松園

東伯郡湯梨浜町はわい⻑瀬693-8

0858-35-4350

平成 24年05⽉07日 メニューの栄養成分表示

道とん堀倉吉店

東伯郡湯梨浜町田後462-1

0858-47-5325

平成 24年11⽉14日 メニューの栄養成分表示

ほっかほっか亭 ハワイ店

東伯郡湯梨浜町田後220-1

0858-35-4158

平成 24年11⽉29日 メニューの栄養成分表示

【 琴浦町 】

施設名

施設住所

施設電話番号

認定日

http://www.kazenomachi.com/
http://www.ja-tottorichuou.or.jp/restaurant/

東伯郡琴浦町大字逢束122

0858-52-1033

ちっちゃなレストラン

東伯郡琴浦町逢束806
新鮮市場プラッツ中央内

0858-53-1100

平成 24年02⽉13日 メニューの栄養成分表示

お食事処 香味徳

東伯郡琴浦町赤碕1979

0858-55-0003

平成 24年02⽉20日 メニューの栄養成分表示

有限会社高塚かまぼこ店

東伯郡琴浦町八橋162

0858-52-2717

平成 24年03⽉08日 メニューの栄養成分表示

焼肉 安陵

東伯郡琴浦町八橋1370-14

0858-52-2629

平成 24年03⽉23日 メニューの栄養成分表示

レストラン グレイン

東伯郡琴浦町八橋392-2

0858-52-1211

平成 24年04⽉11日 メニューの栄養成分表示

ほっかほっか亭 東伯店

東伯郡琴浦町八橋226-3

0858-53-2623

平成 24年11⽉29日 メニューの栄養成分表示

くつろぎ亭ひこべえ

東伯郡琴浦町八橋171-8

0858-52-1028

平成 26年02⽉28日 メニューの栄養成分表示

鳴り石カフェ

琴浦町大字赤碕1929番地11

0858-55-0016

平成 27年07⽉02日 控えめメニューの提供

施設名

https://dohtonbori.com/shop/kurayoshi/

取組内容
野菜たっぷりメニューの提供
平成 20年12⽉24日
ナイスバランス︕メニューの提供

風の街 東伯店

【 北栄町 】

ホームページアドレス

施設住所

施設電話番号

喫茶・食事 ぶどうの木

東伯郡北栄町田井37-1

0858-36-2670

平成 22年03⽉08日 ナイスバランス︕メニューの提供

認定日

取組内容

道の駅大栄 レストインだいば

東伯郡北栄町由良宿1458-10

0858-37-5395

平成 24年04⽉26日 メニューの栄養成分表示

ホームページアドレス

http://takakama.hal.ne.jp/

https://ja-jp.facebook.com/nariishinohama

ホームページアドレス
http://www.apionet.or.jp/odaiba/html/rest.html

